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小児がん克服者の QOL と予後の把握およびその追跡システムの確立に関する研究 

 

分担課題名：小児悪性固形腫瘍患児の術後ストレス障害 

分担研究者：東北大学大学院医学系研究科小児外科学分野 仁尾正記 

 

研究要旨：長期予後の状態や QOL の把握が不十分といわれている小児悪性固形腫瘍の長期生存

者を対象にした調査を行った。おおむね社会適応や QOL は良好であると評価されたが、手術痕

や治療の後遺症、その他の悩みなど、心理社会的問題を抱えている長期生存者や家族が少なく

なかった。半構造化面接においては、闘病体験が否定的でトラウマティックな面ばかりではな

く、肯定的で精神的な成長を促す側面もあることが語られたが、そこには、患者と家族を支え

る存在や医療者の理解が不可欠であると思われた。小児がん克服者の QOL を高めるためには、

早期からのサポートシステムが必要と思われた。 

 

共同研究者：本多奈美（東北大学医学系研究

科精神神経学分野） 

 

A.研究目的 

 小児悪性固形腫瘍の長期生存者の心理社会

的な状況を把握する。特に、手術を受けたこ

とについての心的ストレスの状況を検討する。 

 

B.背景および方法 

 白血病などの血液悪性腫瘍は抗がん剤によ

る薬物療法が治療の中心であるのに対して、

小児悪性固形腫瘍は、原発巣に対する外科的

治療や放射線治療に加えて、白血病と同様の

強力な化学療法が不可欠であることが多い。

このため、長期生存者においては、抗がん剤

による障害に加えて、手術や放射線治療によ

る障害を合併している可能性が高い。つまり、

血液悪性腫瘍の長期生存者とは異なる QOL の

問題を抱えていることが予想される。しかし、

本邦における小児悪性固形腫瘍に対するフォ

ローアップシステムや長期生存者の現状の把

握も不十分である。 

 

さらに、小児がん患児の心理的問題は、外

傷後ストレス障害（Posttraumatic Stress 

Disorder:以下 PTSD）の視点から論じられる

ことが多く、本邦でも患児についての詳細な

調査研究や、両親のPTSD 症状の指摘があるが、

多くの研究において血液腫瘍と固形腫瘍はま

とめて論じられており、治療法による問題に

はあまり触れられていず、特に外科治療によ

る心理的側面への影響は不明である。 

 これらの背景より、本分担研究者らは、平

成 18年度より、小児悪性固形腫瘍の長期生存

者の QOL、特に心理社会的問題や心的トラウ

マの状況を把握するため、郵送調査を開始し

た。さらに、心理調査のみでは把握しきれな

い、実際の問題や長期フォローアップに対す

るニーズをとらえるため、半構造化面接によ

る質的研究を行った。 

方法 

1982 年から 2005 年の間に、東北大学病院小

児外科、山形大学第二外科、岩手医科大学外

科、秋田大学小児外科、弘前大学小児外科、

福島県立医科大学小児外科を受診し、治療を



受けた小児悪性固形腫瘍の患者と家族を対象

とする。東北大学においては、悪性固形腫瘍

患者で生存が期待される 156 名のうち、 “入

院治療を受け、5年以上長期生存し、2年以内

の通院歴から生存が期待できる”56名を調査

対象とした。平均年齢は 12.0 歳。男児 26名、

女児 30 名。疾患は、神経芽腫 38 名、ウィル

ムス腫瘍 10名、肝芽腫 5名、アスキン腫瘍 1

名、原始神経外胚葉性腫瘍 1 名、副腎腺癌 1

名であった。東北大学以外の施設での調査は

現在進行中である。 

3.手法 

１）郵送調査 

 内容は、保護者に対しては、①調査票（病

名、入院期間、治療内容、重症度の理解、晩

期障害や再発についての理解、晩期障害の実

際、現在の学校や家庭での生活上の問題、心

配なこと）、②子供の行動チェックリスト

（Child Behavior Checklist、以下 CBCL）③

子供の罹患に対して、現在保護者が感じてい

る心的ストレスの評価を目的として「改訂出

来事インパクト尺度日本語版（Impact of 

Event Scale-Revised、以下 IES-R）」、患児に

対しては、①自己記入式の行動調査表である

「ユースセルフレポート（Youth Self Report、

以下 YSR）」、②入院治療による心的ストレス

評価を目的とした IES-R である。 

２）半構造化面接による調査 

 上記と同じ対象に、郵送にてインタビュー

の主旨と具体的な内容の説明、倫理的配慮が

なされていることやプライバシーの保護をつ

たえ、同意の得られた長期生存者と家族を対

象とする。同意が得られた場合は、インタビ

ュ ー 内 容 の 録 音 や 不 安 の 心 理 検 査

（State-Trait Anxiety Inventory、以下STAI）

質的研究解析を行う。 

（倫理的な配慮） 

本研究への協力は対象者の自由な意思に基づ

いてなされること、研究協力への同意以後も

任意の時期に撤回できること、研究への協力

の有無に関わらず対象者には不利益が生じな

いことを文書にて説明する。研究結果につい

ては、学術誌や学会等で発表することとなる

が、全ては統計的に解析された結果について

公表するものであり、個人が特定されるよう

な公表がなされないことも文書にて説明する。 

 病名が告知されていない可能性を考慮にい

れ、“小児がん”という言葉は使用しなかった。 

 また、個人情報保護のため「連結可能匿名

化」としてデータ管理を行う。なお、本研究

は、東北大学医学部・医学系研究科・倫理委

員会の審査を受け、承認を受けている。 

 

C.研究結果 

１）郵送調査結果 

 郵送した56通中、返信は32通（回収率57.1%）

であった。平均年齢は 14.1 歳。男児 13 名、

女児 19 名。疾患は、神経芽腫 25 名、ウィル

ムス腫瘍 3 名、肝芽腫 2 名、アスキン腫瘍 1

名、副腎腺癌 1 名であった。診断を受けた年

齢は、平均 21.4 か月（中央値：8.0 か月）で

あり、１歳前に入院治療を受けた例が 20例で

あった。入院期間は、平均 3.7 か月（中央値：

1.7 か月）。治療は手術のみが７例、化学療法

のみた 2 例、手術と化学療法の併用が 19 例、

手術と化学療法に放射線治療を併用が 2 例、

それらに抹消血肝細胞移植を施行した例が 2

例であった。なお、化学療法のみの 2 例にも

試験開腹（生検）が施行されており、腹部に

傷が残っていた。 

 現在の状態としては、晩期障害が5例（15.6%）

にあり、成長障害、片腎の機能不全、脊椎変

形であった。体調は、「良い／どちらかといえ

ば良い」が 30 例、「悪い／どちらかといえば

悪い」が２例であり、１例以外は通常の学校

生活を送っており、おおむね QOL は良好と思



われた。家庭や学校生活における問題につい

ては、「ない」が 22例（68.8%）、「小さな問題

がある」が 5例（15.6%）、「大きな問題がある」

が 1 例（3.1%）であり、総じて問題は少ない

と思われたが、自由記載欄には、様々な問題

や悩み事が書かれていた。 

 自由記載欄に書かれた問題は、「手術痕に関

する悩み」「治療の後遺症への不安」「その他

の問題」という三つに分類された。希望する

サポートシステムとしては、物質的人的サポ

ート（広い病室やお風呂、親の食事システム、

必要時に付き添いをしてくれる人）、情報提供

（病気、後遺症、傷口や通院についての説明

など）、相談窓口（話を聞いてほしい、同じ病

気の人同士で話せる場所、両親やきょうだい

のカウンセリング）等があげられた。 

 心理調査の結果、いくつかの特徴がみられ

た。CBCL においては、３割弱の長期生存者に

臨床域から境界域の情緒行動上の問題がみら

れ、標準群との比較では、女児で外向尺度（非

行的行動、攻撃的行動）が有意に低く、男児

で内向尺度（ひきこもりや身体的訴え、不安

／抑うつ）がやや高めという結果であった。

IES-Rは、長�生存者では非常に低かったが、

15%の保護者に強い心的外傷性ストレスが存

在した。 

２）半構造化面接の結果 

 ５例の長期生存者と保護者との面接を行っ

た。全例が長期フォローアップを受けていた。

情緒行動上の問題は、社会生活を障害するほ

どではないと思われたが、罹患や治療に関連

した小さな悩み事や不安が語られた。これは

「治療の副作用やそれに対する不安」「傷跡」

「病名告知」「がんへの社会的偏見」というも

のであり、それぞれの保護者が様々な配慮や

工夫をして、乗り切ってきていることが語ら

れたが、年齢や状況、問題に応じたケアやサ

ポートを望む声もきかれた。 

 心的トラウマについては、長期生存者自身

は、幼少期であり、記憶として残っているこ

とが少なかったが、保護者のほとんどが、当

時の辛い記憶を想起し感情を乱す様子がみら

れ、当時の衝撃は大きかったことが伺われた。

トラウマとなりうる因子、そこから心的に回

復していくことを援助する因子もあったこと

が語られた。悪性疾患という困難な状況であ

ったものの、そこを経たからこその精神的成

長を強調する子供や保護者も存在した。 

 

D.考察 

１）長期生存者の QOL 

 多くの長期生存者が通常の学校生活、家庭

生活を営むことができており、晩期障害も多

くはなく、総じて QOL は悪くないことがうか

がわれる。 

２）情緒行動上の問題と心的トラウマ 

 心理検査では、３割弱の長期生存者に情緒

行動上の問題が示された。これが悪性固形腫

瘍への罹患や治療と関わるのかどうかは不明

であり、今後の検討を要すると思われた。心

的トラウマは、長期生存者自身にはほとんど

見られなかったが、保護者の１割強に心的外

傷性のストレスの存在が疑われた。面接にお

いても、過去の記憶は未だ生々しく残ってい

ることが実感された。 

３）罹患体験の意味 

 しかし、それにも関わらず、入院治療体験、

罹患が「悪いことばかりではなかった」と強

調する生存者や保護者が多かった。極限状況

だからこそ、気付くこと、辛い状況を乗り越

えたからこその自信、日常生活上の配慮、家

族の絆が深まることなどが語られた。罹患体

験には、否定的な側面と肯定的な側面が存在

することを理解し、否定的側面を軽くする働

きかけと同時に、肯定的側面を見つけだすア

プローチは有効であろうと思われた。 



 

E.結論 

 小児悪性固形腫瘍の長期生存者や家族は、

治療初期から長期にわたって、様々な心理社

会的問題を抱え、きめこまやかなサポートを

望んでいる。身体のみならず、心理社会的側

面も考慮した長期フォローアップが必要であ

る。 
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